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地域で輝く

最初は緊張しましたが、顔を覚えてくれていて嬉しかったです♥
いきいきサロンと年間を通じて交流しています。

１月はダルマがかわいいかな？
　　　よろこんでくれるといいね♪
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12月は

こんな
感じ♪

初めての福祉施設訪問
緊張するなぁ…
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何回もリハーサルして試行
錯誤したレクリエーション。
みなさん笑顔で楽しんで
くれて、練習がんばって
よかったなー♬

６月にはレクリエーション、
12月には年末大そうじと
手作りカレンダーを
プレゼント

亀高生
亀山高校総合生活科では、
地域の人々とふれあいを大
切にしながら、思いやりの
心やコミュニケーション能
力を育てることを目的に、
亀山市内の様々な場所へ訪
問・交流をしています！

養護老人ホーム訪問

サロンとの交流会

養護老人ホーム 清和の里と

年に２回交流しています。

♥
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　社協では亀山高校を福祉教育推進事業のモデル校
に指定しています。総合生活科の取り組みや、ボラン
ティア活動に取り組むインターアクト部の活動に同行さ
せていただいたり、活動の事前学習を行っています。
　「どうしたら喜んで貰えるかな？」「内容はどうしよう
か？」と自分達で考え、前向きに取り組む姿に私達も刺
激を貰っています。
　いつも笑顔できらきら輝く亀高生と、今後も一緒に
地域を輝かせていきたいです♪

杉の子特別支援学校さんとの交流会を行っています。

毎年幼児劇オペレッタに取り組んでいます。

1年生全員が共同募金の街頭募金を行います。

伝え方を工夫しながら一緒に作りました！

今
年
は
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特別支援学校との交流

街頭募金活動幼稚園との交流会

ダンスの振り付けや衣装も自分たちで考えました。

たくさんの人のやさしさに出会いました。

今後も亀高生の輝きを
　みなさんに発信していきます！
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第14回亀山市社会福祉大会を開催しました

第14回亀山市社会福祉大会費表彰者・団体 （敬称略・順不同）

　11月21日（水）亀山市文化会館内中央コミュニティ
センターにおいて、市と市社会福祉協議会の共催で、
「第14回亀山市社会福祉大会」を開催しました。市内
における福祉関係者・来賓を含む180名の方にご出席
いただき、福祉関係団体・施設職員、福祉委員、ボラ
ンティア、自治会など地域福祉に貢献されている１社
８団体19名10自治会の表彰を行いました。

　記念講演には秋田県の藤里町社会福祉協議会　会長　菊
池まゆみさんを講師に招き、「ひきこもり支援から見えた
地域福祉の可能性」と題し実際にご自身が取り組んだ支援
を通し、当事者の方々の「居場所」の重要性や地域の方々
の考え方の変化などについて、ご講演いただきました。亀
山市の更なる地域福祉の推進のため、大変貴重なお話を聞
くことができました。

 亀山市長表彰
◆社会福祉関係団体等功労者 ２名
　町　野　雅　脩　　　澤　井　十 生
◆社会福祉施設等功労者 ２名
　別　府　恵　太　　　堀　岡　沙友里
◆ボランティア功労者 ２団体１名
　牧　森　英　雄
　おはなしの会マミーズ　
　福祉サポート隊

 亀山市長感謝
◆社会福祉事業寄附 １団体
　忍田弘法院弘志会

 亀山市社会福祉協議会　会長表彰
◆社会福祉施設・団体等功労者 ２名
　 　川　美津子　　　上　田　金　久

◆福祉委員功労者 ６名
　千金樂　誠　治　　　飯　尾　加代子
　林　　　厚　子　　　藤　森　まゆみ
　若　林　貞　子　　　山　脇　敏　子

◆地域福祉活動功労者 ２名
　松　村　正　元　　　安　藤　延　子

◆ボランティア功労者 １団体３名
　中　山　照　子　　　鈴　木　正　江
　丹　賀　ひとみ
　子育て支援かめのこ

 亀山市社会福祉協議会　会長感謝
◆社会福祉事業寄附 1 社４団体１名
　亀山市立関中学校生徒会
　株式会社　スズカ
　鈴鹿農業協同組合
　古河電気工業労働組合三重支部青年部
　三重県遊技業協同組合亀山支部
　岡　本　　　祐
◆社会福祉協助者 10 自治会
　栄町自治会　　　阿野田自治会
　南鹿島自治会　　川崎一色自治会
　加太板屋自治会　中庄町自治会
　御旅町自治会　　西江ヶ室自治会
　中町２自治会　　中村自治会
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ボランティア養成講座～“ちょこボラ”してみませんか？～ 11/29

災害ボランティアセンター設置訓練（研修会）～ 12/1

社会福祉協議会 活動紹介

　日常生活でのちょっとした困り事を、ちょ
こっとボランティア（ちょこボラ）で支え合う
ことができる仕組みづくりを目指して、ボラン
ティア養成講座を開催し、44名のまちづくり協
議会関係者や民生委員児童委員、市民の方に参
加していただきました。
　四日市市平津新町で生活応援隊として日常生
活の困りごとのお手伝い活動を行っている村木
秀行さんと、ファシリテーターとして四日市市
社会福祉協議会の古林耕平さんを講師にお招
きし、「生活応援隊・おしゃべりカフェ～ボラン
ティア組織の立ち上げと現状～」という内容で
お話しを聞かせていただきました。

　社会福祉協議会では大規模災害の発生に備
え、平時よりボランティアの受け入れ等を行え
るよう、災害ボランティアセンター設置訓練（研
修会）を実施しました。
　初めての研修会となる今回は一般社団法人
ピースボート災害ボランティアセンターから講
師を２名お招きし、社協職員・市職員をはじめ、
災害ボランティアや亀山青年会議所の方々にも
参加していただき、机上訓練を行いました。

　村木さんは当初７名で生活応援隊を立ち上
げ、地域の絆づくりを始められました。「無理を
しない。それぞれの特技を生かしつつ、自分自身
が楽しんで続けられることが大事です。」「周囲
の人も得意なことを楽しんでやってくれていま
す。」と明るく話す村木さんの周りには現在20
名の会員が賛同し、一緒に活動しています。
　地域で安心して暮らし続けることが出来るた
めのヒントをたくさん教えていただくことがで
きました。

　発災直後から三段階の場面に分け、ニーズと
ボランティアのマッチングを行いました。実際
の現場のスピード感や優先順位の考え方など、
さまざまな視点から災害ボランティアセンター
運営について体感することができました。
　今回研修に参加していただいた関係機関・地
域住民の協力をいただきながら、実際に災害が
起こった際、柔軟に対応できるよう更なる連携
強化に取り組んでいきます。

－４－



●嘱託職員(認知症初期集中支援チーム員)を募集します

●�平成３０年度　赤い羽根共同募金　実績報告

善 意 の 寄 付（平成30年9月1日～平成30年11月30日）
亀の会様、福西高弘様、白川小学校PTA会長打田英二様
お寄せいただきましたご芳志は、社会福祉事業のため有効活用させて頂きます。厚くお礼申し上げます。

●応募資格
　・�社会福祉士・精神保健福祉士・介護福祉士のいず

れかの資格を有し、認知症ケアや在宅ケアの実務・
相談業務等に3年以上従事した経験がある方

　・�普通自動車運転免許を所有の方または採用時ま
でに取得見込の方

●応募方法
　�右記「問い合わせ先」まで事前連絡のうえ、履歴書
(市販のもの)及び資格を有することを証明する書類
の写しを提出してください。

●受付期間　平成31年1月4日(金)～1月31日(木)まで
●業務内容　認知症初期集中支援業務等

7,469,250円（平成30年12月１日現在）
皆様には、本年度も温かなご支援とご協力をいただきまして、誠にありがとうございます。

　皆様におかれましては、健やかに
新春をお迎えのこととお慶び申し上
げます。
　旧年中は、本会の活動に対しまし
て、深いご理解と格別のご支援を賜

り、心より感謝申し上げます。
　さて、本会では、平成29年度に策定した第2次亀山
市地域福祉活動計画に基づき、地域住民が役割を持
ち、支え合いながら、自分らしく活躍できる「地域共
生社会」の実現を目指しています。
　その中で、新たな事業展開として、平成30年4月か
らコミュニティソーシャルワーカー（CSW）を配置
し、公的サービスだけでは対応できない制度の狭間の
方々への相談支援を充実させるとともに、地域におけ
る助け合い・支え合い活動の支援を行っています。ま

市総人口　49,595人　65歳以上の人口 13,076人（男性5,846人 女性7,230人）

世帯数　21,248世帯　18歳以下の人口  8,883人（男性4,575人 女性4,308人）

　　　　　　　　　　　高齢化率 26.3％　　　　　　　　　　　　　　　　　 �

亀山市の福祉指数（平成30年12月１日現在）
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再生紙を使用しています。

た、地域包括支援センターの運営を受託し、医療、介
護、生活支援などが一体的に受けられる「地域包括ケ
アシステム」の一翼を担い、多様化・複雑化する福祉
課題を抱える方々を包括的に支える体制づくりに取り
組んでいます。
　今後も、効率的かつ安定的な事業経営を行い、質の
高いサービスを提供し、市民の皆様の信頼と期待に応
えられるよう、役職員一体となって、地域福祉の推進
に努めてまいりますので、市民の皆様には引き続きご
支援、ご協力をお願い申し上げ、新年のご挨拶とさせ
ていただきます。

社会福祉法人
亀山市社会福祉協議会

会長　　楳谷英一

●募集人数　　1名
●採用予定日　平成31年4月1日
●採用試験
　と　き　平成31年2月中旬頃(予定)　
　　　　　※受付後に連絡します。
　ところ　亀山市総合保健福祉センター　あいあい
　内　容　面接試験
●問い合わせ先
　亀山市社会福祉協議会　総務係　☎0595-82-7985
　※�詳しくは亀山市社会福祉協議会ホームページを

ご覧ください。

新年の
ご挨拶


